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捕獲編

第３章
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心構え

⃝ 食肉として販売する場合、個人で楽しむ自家消費とは異
なり、汚れた道具を用い、泥だらけの個体から内臓を摘
出し、そのまま川水に浸けた個体は、食肉として扱えま
せん。

⃝ 捕獲者は捕獲技術のほか、衛生管理、異常を判断するた
めの知識や確認する技術を備えておく必要があります。

⃝ 基本的には、できる限り早く食肉処理施設へ搬入するこ
とを考え、林縁部や平坦な場所での捕獲を心がけてくだ
さい。

⃝ 捕獲の際には、短時間、かつ苦痛の少ない方法で捕殺し、
速やかに放血してください。

参  考
おいしいジビエのための止め刺し、放血、運搬

　農林水産省 HP「鳥獣被害対策コーナー」にて、止め刺しの参考動画が視聴で
きます。

動画解説
　おいしいジビエのための止め刺し、放血、運搬（株式会社アートキューブ／京
丹波自然工房）

こちらから Youtube
の動画にアクセスで
きます

１ 捕獲者に求められる知識・技術
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衛生的な捕獲と運搬方法

捕獲方法

巻き狩りなどの追い込む猟や、長時間くくりわな等で捕獲個体を放置しておくこと
は、不必要な苦痛を捕獲個体に与えるだけでなく、販売しようとする食肉の品質にも
影響します。わなを用いた捕獲の場合は、速やかな止め刺しを心掛けましょう。

銃による捕獲の場合
⃝捕獲した野生鳥獣を食用として扱う場合は、ライフル弾又はスラッグ弾を使

用します。散弾は、使用しないでください。
⃝できる限り頭や首を狙撃し、即死させてください。腹部に着弾した個体は、

食用として扱わないでください。
⃝捕獲前には、個体が異常な行動をしていないかどうか、捕獲後も全身を確認

し、異常が無いか確認します。

わなによる捕獲の場合
⃝捕獲時の状況を十分観察し、個体に異常が無いか確認します。特に転倒や打

ち身による外傷・炎症がないか確認し、食用可能な個体であるか、食用にで
きない部分がないかどうかを確認します。

⃝わな猟で捕獲し運搬可能な個体は、生体で食肉処理施設へ運搬し、すみやか
にかつ衛生的に処理することが望ましいです。

⃝屋外で止め刺し、放血をする場合には、銃を使うこと等により、できる限り
苦痛を与えないよう配慮します。ナイフや槍を使う場合は、直前に火炎やア
ルコール等により消毒してください。
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異常の確認

⃝ 以下に掲げる異常が一つでも見られる場合は、食用としてはいけません。
　・足取りがおぼつかないもの
　・神経症状を呈し、挙動に異常があるもの
　・顔面その他に異常な形（奇形・腫瘤等）を有するもの
　・ダニ類等の外部寄生虫の寄生が著しいもの
　・脱毛が著しいもの
　・痩せている度合いが著しいもの
　・大きな外傷が見られるもの
　・ 皮下に膿を含むできもの（膿瘍）が多くの部位で見られ

るもの
　・ 口腔、口唇、舌、乳房、ひづめ等に水ぶくれ（水疱）や

ただれ（びらん、潰瘍）等が多く見られるもの
　・下痢を呈し尻周辺が著しく汚れているもの
　・その他、外見上明らかな異常が見られるもの
　※ 「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」に付属されている「カ

ラーアトラス」を参照してください。

⃝ 地域の家畜伝染病の発生状況について、積極的に情報の収集に努め、地域で家
畜伝染病のまん延が確認された場合は、個体を食用にできません。

⃝ 既に死亡している野生鳥獣は食用にできません。
⃝ 異常がないことを確認した記録を作成し、食肉処理業者に伝え、適切な期間保

存します。

記録方法

　捕獲方法について記録を作成し、食肉処理業者に伝達す
るとともに、適切な期間保存しましょう。

２ 異常の確認と記録
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衛生的な捕獲と運搬方法

道具の消毒

⃝ ナイフなどは事前に洗浄、消毒を行って
ください。

⃝  血抜きを行う際は、ゴム・ビニール等合
成樹脂製の手袋を使用し、軍手等繊維製
のものは使用しないでください。

⃝ 複数個体の処理を行う場合は１頭ごとに
交換すること。また、血液等により汚染
された場合は、その都度洗浄・消毒する
か、道具を交換してください。

血抜き

⃝ 切開時及び切開後、開口部が土壌等に接触すること
による汚染がないようにします。

⃝ 切開は、開口部が汚染されないよう開口部が最小限
となるよう行います。

⃝ 心臓が動いている場合は、首の付け根、第一助骨付
近の頸動脈を切開して、血抜きを行ってください。

⃝  胸部を撃った個体にあっては、前胸部（首の付け根、
第一助骨付近）を切開し、胸腔内に溜まった血液を
十分に排出します。

⃝ 血抜きに当たっては、効率を高めるため、頭部を斜
面に対して低くします。

３ 血抜き（放血）
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例外的な条件下のみで認められる

状　況
⃝捕獲場所から食肉処理施設への運搬に長時間を要し、腸管内微生物の著しい増

殖が懸念される場合。
⃝急峻な地形での運搬で個体が損傷し、体腔内部の汚染が起こることが危惧され

る場合。
⃝雨天時や野生鳥獣の体表が泥や糞便等で著しく汚染されている場合は、開口部

が汚染されるおそれがあるので、持ち帰り処理してください。
従事者の知識・技術
⃝摘出した内臓について、適切な衛生管理の知識及び技術を異常の有無を確認で

きる者。

屋外でも衛生的な道具・装備が必要

⃝使用するナイフ等は使用する直前に消毒してください。複数の個体を取り扱う場合
は、１頭ごとに洗浄・消毒して使用するか、個体ごとに交換して使用してください。

⃝ゴム・ビニール等合成樹脂製の手袋を使用してください。複数個体を処理する
場合は１頭ごとに手袋を交換してください。

⃝個体を吊り下げる又はシートの上で実施してください。

内臓摘出の方法
イ　個体が消化管の内容物により汚染されないよう適切に行ってください。
ロ　手指が汚染された場合、その都度洗浄・消毒するか、手袋をしてください。
ハ　個体に直接接触するナイフ、のこぎりその他の機械器具については、汚染された場合および１頭を処理する

ごとに消毒してください。
ニ　食肉処理施設と同じ方法で肛門、食道を結さつしてください
ホ　内臓摘出後のと体について腹を紐等で縛ることにより、体腔内壁が土壌等に接触しないように行ってください。

内臓・と体の処理

⃝個体から摘出する内臓は原則として胃及び腸のみ。
⃝消化管を破損し、内容物が漏れ出た場合、そのと体は食用としないでください。

また、屋外で摘出された内臓は、食用としないでください。
⃝摘出された胃、腸及び食用に適さないと判断した個体については、関係法令に

基づき処理することとし、捕獲した場所に放置しないでください。

４ 屋外での内臓摘出
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衛生的な捕獲と運搬方法

運搬方法

⃝ 個体は、速やかに食肉処理施設に搬入します。なお、必
要に応じ保冷車（冷凍）等により冷却しながら運搬する
ようにします。また、水等により体表の汚染が体腔内に
拡散しないよう留意しましょう。

⃝ 食肉処理施設への搬入後の処理をスムーズに行うため、搬
入前に食肉処理業者に搬入予定時刻等の情報を伝達します。

⃝  個体を１頭ずつシートで覆う等により、運搬時に個体が
相互に接触しないよう、また、血液等による周囲への汚染がないよう配慮します。

捕獲個体を搬送する
⃝ 捕殺すると心臓が停止し、放血が不十分になりやすいことから、後躯をなる

べく高くつり上げて大腿部や背最長筋内の残留血液が重力によって胸腔内に
落ちるように搬送することが望ましい。

⃝ 夏場は、菌が繁殖しやすいことから、軽自動車サイズの冷凍車を活用するこ
とで、捕獲現場から個体の温度を上げることなく、食肉処理施設に搬入する
ことができます。

搬入時に食肉処理施設に伝える情報�
・捕獲者の氏名及び免許番号
・捕獲者の健康状態
・捕獲した日時、場所、天候等
・捕獲方法
・被弾部位、くくりわなのかかり部位、止め刺しの部位・方法等
・損傷の有無や部位
・異常の確認結果
・推定年齢、性別及び推定体重
・血抜きの有無、方法、場所及び体温の異常の有無
・内臓摘出の有無、方法、場所、内臓、臭気の異常の有無等
・運搬時の冷却の有無、冷却開始時刻及び冷却方法
・血抜き後から食肉処理施設に搬入されるまでにかかった時間

５ 運搬における衛生管理

見えないように！
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参  考
イノシシ・シカ肉の品質向上のための捕獲・処理方法

　野生獣を食肉として利用する場合、十分な放血処理が行われていることが大前
提となります。ここでは放血処理以外の部分で肉質に及ぼす影響について解説し
ます。 （写真撮影・情報提供：渡邊彰）

ストレスと肉質
　ストレスを受けると肉質に影響を及ぼすことは野生獣肉だけではなくウシ等の
家畜肉でもよく知られています。肉質に影響するストレスは「疲弊」と「興奮」
の２つがあり、それらが肉質に与える影響は、肉の pH を測定することで推察で
きます。

①DFD肉
　生時の疲弊のため、死後ほとんど pH が低下
しない肉のことです。肉の色調が暗く，肉汁排
出が極めて少なく、肉の表面がドライです。pH
が 7.0 に近い肉は柔らかいですが、雑菌が繁殖
しやすく菌による不快な臭いが生じることもあ
ります。
②�正常肉
　死後、pH が徐々に低下して、24 時間経過す
ると pH 5.4 ～ 5.6 程度まで低下します。畜肉
では正常な肉とされています。
③ PSE 肉
　止め刺し時の興奮などにより、死後急速に pH
が低下する肉のことです。豚肉で良く見られ「む
れ肉」とも言われます。急速に pH が低下し酸
性下で発熱するためにタンパク質が変性してし
まいます。止め刺し後１時間で pH が 6.0 より
低い場合はPSEの可能性があります。色調が白っ
ぽくなり、多くの肉汁排出が起こります。

pHモニタリングのすすめ
　このように捕獲や止め刺しの状況は肉質に大きな影響
を与えます。これらの状況を客観的に把握するには死後
１時間目と 24 時間以降で筋肉の pH を測定することが有
効です。pH メータが正確ですが、食肉専用の pH 試験紙
でもイノシシ、シカ肉の pH を測定することが可能です。

（食肉用 pH 試験紙；MColorpHast™ pH5.2-7.2 Special indicator, 
Merk KGaA, Germany）

※ 本ページの内容は農研機構生研支援センター「生産性革命に向けた革新的技術開発事業」の支援を受けて実施したものです。

死後筋肉の pH 変化パターン

▲イノシシ肉 DFD の例 ▲イノシシ肉 PSE の例

典型的な DFD シカ肉
（７日目で pH 6.77）

メモ
「参考」は Y14mm
↓
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参  考
狩猟者のみなさまへ～豚熱対策のお願い～

●靴の裏、タイヤ周り
→ブラシ・水などで土などの汚れを落とし、消毒する。

●器具（ナイフなど）
→ブラシ・水などで血液などの汚れを落とし、消毒する。
●消毒方法
→アルコールスプレーや逆性石けん液等を噴霧器、じょうろ等でかけて行います。
手指や衣服、猟具・ナイフなどで消毒薬のニオイや薬の残存が気になる場合はアルコールで。
※消毒薬は、薬局・ドラッグストア等で販売されています。

ウイルスは肉や血液だけではなく、糞尿、唾液等が混じっている土などにも含まれている可能性
があります。靴裏やタイヤの溝の土などをブラシ等を使いながら逆性石けん液
などで洗い流し、確実に洗浄・消毒します。

・イノシシで豚熱（旧称：豚コレラ）が発生すると、その地域のイノシシ肉の利用が制限される可
能性があるなど、狩猟にも大きな影響があります。
・イノシシで豚熱の感染が「ない地域では清浄性維持」・「ある地域では早期の清浄化」のために！
・皆さん一人一人の、洗浄・消毒対応が重要です！！

 豚熱感染イノシシが確認された地域は特に注意が必要です。
 感染したイノシシは糞便中などにウイルスを排出し、環境中(土壌、
植物など) を汚染します。

 環境中にウイルスがいる山に入ると、靴、車両のタイヤ、猟具等
に付着して豚熱ウイルスを拡散させるおそれがあります。

 狩猟した後、大きく移動する際に「洗浄」・「消毒」を実施。
（具体的には、別の山へ移動するとき、山を降りるとき、
移動途中でコンビニなどに立ち寄るときなど。）

 自家消費用の解体時には、使い捨て手袋、衛生的な着衣
（レインコート、防護服等）を使用。 ※レインコートは使い捨て又は洗浄・消毒。
 解体後の内臓等は、放置せず二重に袋につつみ衛生的に処理するか、やむを得ない場合は
消毒等を適切に行い、公衆衛生の確保等に十分に配慮した上で適切に埋置する。

 豚熱感染確認区域から、自家消費用を含む肉等を持ち出さない。
※「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」に従ってジビエ利用する場合は除く。

●自宅に帰ってから特に念入りに「洗浄」・「消毒」を実施。次の猟場にウイルスを持ち込まない。

コンビニ 自
宅

山山山山 山

洗浄・消毒する場所

※事業等で、高リスクな場所を複数訪問する場合等での衛生対策は自治体担当部局の指示に従ってください。
※死亡イノシシ発見時は、接触を避け、自治体で検査等を行う可能性があることから、各自治体へ連絡してください。

靴、手指猟具、器具埋却場所 捕獲個体 車両 ハンドル・
座席・足下

狩猟者のみなさまへ
～豚熱対策のお願い～

農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 農村振興局 農村政策部 鳥獣対策・農村環境課
環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室

令和４年８月

いつ、何をすればいいの？

消毒のポイント（場所、ものなど）

感染を広げないために必要な行動

ウイルスがいる場所

洗浄・消毒の方法

参考

メモ（2022.8.9）
時間の関係で、P21・22 は変換になっ
た。
↓
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参  考
豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の推進

メモ（2022.8.9）
時間の関係で、P21・22 は変換になっ
た。
↓

豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の推進

 豚熱感染確認区域で捕獲した野生イノシシについては、家畜防疫及び食品衛生
を確保しつつ、豚熱陰性個体の出荷を可能とする枠組みである「豚熱感染確認区
域におけるジビエ利用の手引き」に基づくジビエ利用に取り組むことが重要。

 検査結果の信頼性及び適切な防疫措置の確保のため、防疫指針に基づく豚熱ウ
イルスの浸潤状況調査（サーベイランス）対象個体を利用し、豚熱感染の有無を
確認するとともに、捕獲から出荷までの一連の各作業では、豚熱ウイルス拡散リスク
を最小限にするための複合的な対策を徹底。

 捕獲した野生イノシシを地域資源として可能な限り有効活用するため、豚熱発生
県において、手引きに基づくジビエ利用に取り組み、出荷を再開する処理加工施設
が増加。（事例紹介：https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/attach/pdf/tonko-3.pdf）

○豚熱ウイルス拡散リスクを最小限にするための複合的な対策のポイント
「CSF・ASF対策としての野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置の手引き」（環境省・農
水省）と、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」（厚労省）に基づく
工程ごとの衛生管理措置等を基本とし、豚熱ウイルス拡散・交差汚染防止対策を実施。

○サーベイランスにより、血液PCR検査に
よる豚熱感染の有無を確認
○豚熱判定結果が判明するまで、隔離
して一時保管し、陰性個体をジビエ利用
○豚熱ウイルス拡散リスクを最小限にする
ための複合的な対策を実施

都道府県は処理加工
施設等に対して適切
に指導

参考

4AapkRc1

廃棄

サーベイランス

採血

捕獲・止め刺し
捕獲現場

現場の消毒

国へ報告 検査結果の活用

一次処理室 二次処理室
冷蔵庫

事務室

処理加工施設

更衣室

剥皮・
内臓摘出

✔豚熱検査結果
判明まで一時保管
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 捕獲～運搬、処理加工施設への搬入  一時保管  解体・加工～出荷

検査機関
✔ 血液PCR検査
（全頭対象）




